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地層処分と地質環境の長期安定性：
地震・断層活動に伴う地下水流動系の変化に関する検討事例
丹羽正和＊1
地震や火山活動といった地殻変動が活発な日本列島では，これら地殻変動によって生じる地質環境の長期的な変化を
適切に予測・評価することが，地層処分の信頼性向上にとって必要不可欠となる．地震を引き起こす断層については，
その活動性評価に加え，周辺岩盤中の地下水流動を把握する観点からも重要な調査対象となる．本稿では，地質環境の
長期的な変化について評価した研究事例として，2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う地下水圧変化の観測データに基づ
き，地震に伴い断層の透水性が変化したかどうかを検討した内容について報告する．
Keywords: 地層処分，地震，断層，地下水圧
Appropriate estimation and safety assessment for long-term changes in geological environment are essential to an improvement of
reliability for geological disposal. Specifically, study on faults is important for understanding regional groundwater flow as well as
an assessment as a trigger of future earthquakes. Here, possibility of changes in permeability of faulted materials induced by
earthquakes was examined based on monitoring data of groundwater pressure before and after the 2011 off the Pacific coast of
Tohoku Earthquake.
Keywords: geological disposal, earthquake, fault, groundwater pressure

1 はじめに

ルギー調査会地層処分技術ワーキンググループでは，最新
の科学的知見を反映した上で，地層処分の技術的信頼性の

プレートの収束帯に位置している日本列島は，安定大陸

再評価がなされた．その結果，地層処分に好ましい地質環

に比べて地殻変動が活発で，地震や火山活動などが多い地

境およびその長期安定性が確保できる場所を日本において

域である．このため日本における地層処分の安全確保とし

も選定可能であることが改めて確認されたが，同時に更な

てはとくに，地層処分システムに期待される物理的な隔離

る信頼性向上に向けた複数の研究課題も提示された[5]．例

機能がこれらの地殻変動によって著しく損なわれる可能性

えば，隆起量・侵食量の評価に反映するための，地形学的

を予測・評価するとともに，地殻変動によって生じる地質

手法や堆積物の年代測定に基づく評価方法の整備や，断層

環境（例えば，熱特性，水理特性，力学特性，地球化学特

の活動性の評価に反映するための，断層活動によって破砕

性）の長期的な変化を予測・評価し，処分施設の最適な設

された岩石や充填鉱物の年代測定方法の整備，地震活動の

計・施工などに反映していくことが必要となる．日本原子

評価に反映するための，巨大地震後に誘発される地震や湧

力研究開発機構（以下，原子力機構）では 1988 年より，

水に関する調査事例の蓄積が挙げられている．原子力機構

これらの予測・評価に係る研究開発（地質環境の長期安定

ではこれらの課題を克服するため，地質環境の長期安定性

性に関する研究）を行ってきた．

に関する研究に引き続き取り組んでいるが，本稿ではこの

原子力機構における研究開発では，活断層や地下のマグ

うち，東北地方太平洋沖地震に伴う地下水流動系の変化に

マ・高温流体の分布や隆起量の推定，古気候の復元などに

関する検討事例について紹介する．

関する調査技術の開発を進めるとともに[1]，地質環境の長
期的な変化の予測に資するため，地殻変動の将来にわたる

2 地震・断層活動と地下水流動

一様継続性に関する検討などを行ってきた（地殻変動の一
様継続性に関する検討例については，過去のバックエンド

地層処分の安全評価は 10 万年以上の時間スケールを対

週末基礎講座の講演再録にも取りまとめられているので参

象としている．放射性廃棄物の核種移行は主に地下水が大

照いただきたい[2]）．原子力機構で進めてきたこれらの研

きな役割を担うので，岩盤中の地下水流動を把握すること

究開発やその他の既往研究による科学的知見に基づき，地

が重要である．この場合，現在の地下水流動の把握のみな

殻変動が活発な日本においても地層処分に適した地質環境

らず，10 万年以上の長い時間スケールにおける，地下水流

が広く存在し得るとの見通しが得られている[3]．

動の変化の有無や傾向を高い信頼性で予測することが必要

一方，2011 年東北地方太平洋沖地震（いわゆる東日本大

となる．

震災）とそれに伴う東京電力福島第一原子力発電所事故以

地震を引き起こす断層の多くは，断層面に沿って破壊さ

降，高レベル放射性廃棄物の処分の信頼性に対して根源的

れて粉々になった岩片や，割れ目が密に発達した岩石で構

な疑問が投げかけられた[4]．これを受けて，総合資源エネ

成される幅を持ったゾーン（破砕帯）を伴う．破砕帯は，
しばしば割れ目に沿って地下水が流れる水みちとなり得る．
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一方で断層活動の繰り返しに伴う岩石・鉱物の細粒化や変
質鉱物の形成は，
割れ目などの空隙を塞ぐことになるため，
破砕帯の中には遮水性のバリアとして機能する部分もある
[6]．つまり，破砕帯は岩盤中の地下水流動の不均質性をも
たらす大きな要因の一つであると言える．
地震に伴い，地下水の水圧（水位）
・水温・水質などが変
化する事例は，これまでに国内外で多数報告されている[7]．
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地下水圧の変化としては主に，地震直後の振動（oscillation）

象に，ボーリング孔内のパッカーで区切った複数の区間で

と，継続性の変化として認識されるステップ状の増減との

観測を行っている．
観測間隔は 5 分ないし 30 分を基本とし

2 つのタイプがある．このうちステップ状の増減が生じる

ている．東北地方太平洋沖地震の際は，地下深部の花崗岩

原因としては，1）地表付近の未固結堆積物の液状化，2）

中の観測区間ではすべてにおいて，地下水圧の急激な変化

地殻の静的な体積歪の変化，3）動的な応力変化が引き起こ

が観測された[11]．地震直後の変動を見ると，研究所用地

す局所的な透水性の変化，が挙げられている[7]．3）につ

内とその近傍では地下水圧の上昇が観測されたが，それ以

いては，地震に伴い割れ目中の充填物質が移動する（つま

外ではすべての観測地点で地下水圧が急激に低下している

りが取れる）ことなどにより局所的に透水性が上昇し，周

（図 1(a)および図 2）
．

辺の地下水応答が変化するというような考え方である[8]．

まず，上述の 2) 地殻の静的な体積歪の変化の影響を検

このような透水性の変化は長期的な時間スケールで見たと

証するため，食い違い理論に基づく数値シミュレーション

きの地下水流動の変化にも影響しうるので，地層処分にお

により，地震に伴う岩盤の体積歪変化を推定した．東北地

ける安全評価でも考慮する必要が出てくる．

方太平洋沖地震を引き起こした断層モデル
（すべり量分布）
については，地震波形や GPS，津波データからのインバー

3

2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う地下水圧の変化

ジョン解析によって複数の研究者によって示されている．
これらの断層モデルを用いて，地殻変動解析プログラム

2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震は，

Coulomb3.1[12]により地震に伴う体積歪変化を計算した

気象庁マグニチュードで 9.0 を示し，国内観測史上最大規

（図 1(b)）
．その結果，東北日本～中部日本のほぼ全域にお

模のプレート境界型地震である．この地震の発生以降，こ

いて地殻の膨張域であることが明らかとなった．これは，

れに誘発されたと考えられる地震が各地で発生しているほ

東北日本各地で地盤の沈下や東方への水平変位が GPS に

か，これらに伴った地下水や温泉水の水位・水質の変化も

て観測されている事実[13]と整合的である．研究所周辺で

各地で報告されている[9,10]．

は，約 2×10-7 strain の体積歪膨張を示す．

原子力機構瑞浪超深地層研究所（以下，研究所）および

一方，水圧変化に対する歪応答感度は，地下水圧の潮汐

その周辺では，地層処分にとって重要な地下深部の地下水

成分から計算することができる．本研究では，地下水圧変

流動を調査・評価する手法の開発のため，複数のボーリン

動のうち地球潮汐の影響によるものをベイズ法による解析

グ孔で過去 10 年以上にわたり地下水観測を行っており，
現

から抽出することができるプログラム BAYTAP-G[14]を用

在も継続中である．このうち地下水圧は，被圧地下水を対

いた．水圧変化の観測にとって大きなノイズとなり得る要

図 1 (a) 地下水観測を実施しているボーリング孔の位置と，東北地方太平洋沖地震の前後 1 日での地下水圧変化（最も変
化の大きかった観測区間の値）
．瑞浪超深地層研究所（MIU）用地内と研究所から 500m 以内に位置する DH-2, 15
では水圧上昇を示すが，他の地点はすべて水圧低下を示す．(b) Coulomb3.1 による体積歪の計算結果．計算深度は 1
km とした．星印が東北地方太平洋沖地震の震源で，断層モデルは Yagi and Fukahata (2011) [15]を採用した．
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図 2 東北地方太平洋沖地震の前後数か月間での地下水圧変化（全水頭に換算）．MIU-2 No.9 号孔については地震前後数日
間の地下水圧変化を拡大表示．地震発生時に水圧値が大きく振れるのは，地震動による直接的な振動（oscillation）
のため．MIU-2 No.9 号孔では，地震前後 1 日での水圧低下量は約 50cm であることがわかる．
素（激しい降雨，センサーのトラブル，坑道掘削など）が
ない時期および観測地点・区間を選定し，BAYTAP-G によ
って地下水圧の潮汐成分を計算するとともに，当該時期の
地球潮汐の理論値を GOTIC2[16]によって求めることによ
り，研究地域の被圧地下水の水圧変化に対する歪応答感度
を推定することができる．推定した歪応答感度からは，東
北地方太平洋沖地震に伴う体積歪膨張は，数 10 cm オーダ
ーの地下水圧低下に相当する[11]．これは，地震前後 1 日
の水圧低下量（図 1(a)）とおおむね同じであり，地震直後
の急激な水圧低下は，2) 地殻の静的な体積歪の変化によっ
て説明できることになる．このような関係は，東北地方太
平洋沖地震以外の他の地震（例えば，2004 年の紀伊半島南
東沖地震）に伴う地下水圧変化でも説明される．一方，研
究所用地内とその近傍では，坑道掘削による排水に伴い平
衡水位が継続的に低下していることから，地震に伴う地殻
の膨張により移動した地下水が坑道やその周辺に流入し，
地下水圧が見かけ上昇する結果となった可能性がある[11]．
4 地下水圧の長期的な変化と断層の透水性との関係
東北地方太平洋沖地震後の長期（数か月ないしそれ以上）

図 3

正馬様用地におけるボーリング孔と月吉断層との
関係を示した断面図．正馬様用地の位置は図 1(a)

の地下水圧観測データを見ると，研究地域に分布する月吉

参照．

断層の上盤と下盤とでは異なる傾向を示し，上盤では数か
月間水圧低下を続けるのに対し，下盤では地震直後の水圧
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図 4 東北地方太平洋沖地震の前後数か月間における全水頭の M2 分潮成分の位相変化．
低下後は逆に上昇に転じ，
地震前よりも水圧が高くなる
（図

る．

2 および 3）
．実際に近年地震を起こした活断層を貫くボー

以上のようにして M2 分潮成分の位相の時間変化を調べ

リ ン グ 孔 で の 観 測 で は （ 例 え ば ， 2008 年 中 国 四 川 省

たところ，どの観測区間においても，東北地方太平洋沖地

Wenchuan 地震を引き起こした Longmenshan 断層での事例）， 震の前後において，位相にステップ状の急激な変化は認め
地震に伴い断層破砕帯で透水性が変化したことが指摘され

られなかった（図 4）．つまり，月吉断層に関しては，地震

ている[17]．月吉断層は活断層ではないものの，断層を挟

後数か月以上に及ぶ長期的な地下水圧の変化の要因として，

んで水圧変化の傾向が異なることから，地震に伴う透水性

岩盤の透水性の変化はほとんど関与していないことを示唆

の変化を検証するための解析を行った．

する．

地球潮汐に対する水圧応答（位相と振幅）は，岩盤の透

複数のボーリング孔間の全水頭の差から推定される動水

水性や貯留性とも密接に関連しており，透水性が低いほど

勾配（見かけの動水勾配）に基づくと，正馬様用地周辺に

水圧 応答の位 相に遅れ が生じる [18]． そこで， 前述の

おける地下水の流れは北から南，すなわち月吉断層の下盤

BAYTAP-G を用いて，東北地方太平洋沖地震の前後の地下

から上盤に流れる方向となる[20]．また，月吉断層の破砕

水圧の潮汐成分の位相の変化を計算した．

帯の主部は緻密な岩石組織を有しており[21]，遮水性のバ

本研究では地球潮汐の中で振幅が最も大きく，周期が約

リアとなっていることが推定される．したがって，東北地

半日の M2 分潮に着目した．半日程度の周期をもつ成分の

方太平洋沖地震に伴う体積歪の変化により岩盤全体で地下

抽出においては，元データのサンプリング間隔は 1 時間程

水圧が低下した後，従来から存在する透水構造の不均質性

度が妥当であるとされている[19]．そこで，地下水圧を全

により，月吉断層の上盤と下盤とで，地下水圧の回復傾向

水頭に換算したデータを，前後 2 時間分の観測データの平

が異なる結果となったと考えられる．

均値として 1 時間間隔の観測値とした．主要な分潮を分離
するためには最低 1 か月程度の観測期間が必要であるため

5 まとめ

[19]，1 時間間隔の全水頭換算値を 708 時間分（29.5 日分）
を 1 セットとし， BAYTAP-G で計算して M2 分潮成分の

本研究における地下水圧観測データを用いた解析からは，

位相を求めた．この 1 セットの最初の観測値は 10 日おきの

東北地方太平洋沖地震に伴い地下水圧は変化するものの，

午前 0 時のものになるように設定し，前後のセット間で

周辺岩盤や断層の透水性は地震によって不可逆的に変化し

19.5 日分の観測値を重複させるようにした．ただし，東北

たわけではないことを明らかにした．本研究の結果は，東

地方太平洋沖地震の発生時刻前後（2011 年 3 月 11 日午後

北地方太平洋沖地震のような規模の大きな地震の場合でも，

13 時～14 時）
をまたがらないように 1 セットを設定してい

震源から十分に離れていれば，断層を含む地下の岩盤の透
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